
 

富農営販発第 386 号 

平成 30 年 10 月 30 日 

いちご 11～12月の管理について 

１． 温度管理 

○11月でも日中は高温に注意 

→裾ビニール、サイドビニールは全面換気できるようにしておきましょう。 

→30℃以上はミツバチが天井を飛ぶだけになるので注意してください。 

○温度測定は果実付近で行なう 

→以下を目安に管理をしてください。 

午前：27～28℃ / 午後：23～25℃   最低気温 終日8～10℃以上 

→果実付近温度：25℃を目安に、日の出すぐから最適な温度を維持してください。 

・暖房機や炭酸ガス発生機による早朝加温 

・午前中早くから換気をしない 

※日の出からいかに早く、エネルギーを作る（光合成作用）、根や果実に運ぶ（転流

作用）能力を最大限に発揮できる温度（15℃以上）にすることがポイントです。 

 

 

 

 

 ○品種に適した温度管理の実施 

→保温は以下の温度を目安に行ってください。 

[ 紅ほっぺ・章姫 ] 

・外気温10℃以下の日が続くようなら保温開始 

・収穫時草丈35cm程度になるように管理 

[ きらぴ香 ] 

・外気温12℃以下になった頃から保温開始 

・収穫時草丈32～35cm程度になるように管理 

生理反応 限界低温 適温 限界高温 

光合成作用促進 10℃ 15～20℃ 30℃ 

転流作用促進 13℃ 16～24℃ 30℃ 

呼吸作用抑制 3～5℃ 5～8℃ 10℃ 

花芽発達～開花 10～15℃ 15～24℃ 25℃ 

開花～受精 0℃ 15～24℃ 35℃ 

果実の肥大（昼温） 10～15℃ 20～24℃ 35℃ 

果実の肥大（夜温） 0℃ 6～10℃ 14℃ 

葉の生育伸長（気温） 20℃ 20～25℃ 28～30℃ 

根の生育伸長（地温） 13～15℃ 18～23℃ 25℃ 

水分吸収（地温） 9～12℃ 18～21℃ 25℃ 

肥料の吸収（地温） 12～15℃ 18～21℃ 25℃ 

みつばち飛行（気温） 14℃ 18～22℃ 30℃ 



 

○二番花房開花期は、気温が低く換気が少なくなるため多湿に注意 

→多湿だと花粉の稔性（受粉能力）が低下するので注意が必要です。 

早朝：暖房機や炭酸ガス発生機を使用 

日中：換気の実施や送風機の使用 

→灌水による湿度上昇を避けるため、少量多頻度灌水を行ってください。

２． 灌水 

○少量多頻度灌水 

→ビニール被覆後は、pF1.5～1.7を目安にしてください。 

→土質、地下水位、排水等の関係で、灌水間隔は圃場によって違います。 

→灌水が少ないとチップバーンやガク枯れが発生します。 

→条間が広い場合は畔内の灌水ムラに注意してください（灌水チューブ2本設置等）。 

○高設栽培の養液管理 

→株や給液、廃液の量・質（pH・EC）を定期的にチェックし調整してください。 

→下記の給液濃度で200～300ml/株を3～6回に分けて給液してください。 

紅ほっぺ  ： EC  0.7～0.9 ds/m 

きらぴ香  ： EC  0.6～0.7 ds/m 

章姫    ： EC  0.6～0.8 ds/m 

→廃液率は20～30％を目安として下さい。 

３． 葉かき管理 

○葉かきは樹勢を見ながら行う 

→出蕾時に5枚程度、収穫時に7～8枚程度を確保してください。 

○果実に光が当たるような葉かき 

→特にきらぴ香は、果梗が短く果実に光が当たりにくいので注意してください。 

○止め葉は摘葉する 

４． 芽数管理 

○株充実のために芽かきは早めに 

→横芽、ランナーは早めにかき取り、養分を生長点、根、花房に集めて株の充実を図

ってください。 

○芯止まりが多発している圃場は注意 

→ランナーか横芽を１つ残しそれを育てて下さい。 

→きらぴ香は連続出蕾性が強く、花房間葉数が少なく出蕾する場合には芯止まりにな

ることがあるため、芽かきは行なわないようにします。 



 

５． 摘蕾・摘花・摘果 

○適正数管理で良い果実を 

→下記の表を参考にし、必要以上の花（果実）は摘花（果）するようにしてください。 

＜品種別1花房あたりの着果数目安＞ 

 頂花房 1次腋花房 2次腋花房以降 

紅ほっぺ 10果 7果 3～5果 

きらぴ香 7～10果 7果 3～5果 

章姫 11～13果 8～11果 5～6果 

□紅ほっぺ 

・着果数の確保ができたら小花をとってください。 

・開花後は、処理が早いほど効果があります。 

□きらぴ香 

・摘花により1果重の増加と糖度上昇効果を見込むとともに草勢を維持します。 

・過度の摘花は収量減につながるので、草勢により加減します。 

・花房間葉数が1～2枚（1.5番）の場合は、株への負担軽減のため摘花してください。 

□章姫 

・出蕾した花房全てを放置すると小さな果実まで結実してしまい、二番花房の出蕾が弱

くなり小玉傾向となります。 

６． 生理障害（きらぴ香） 

○果皮が硬いため裂皮が発生しやすい 

→東西畦の北面等で発生が見られるので注意してください。 

（成熟日数が長くなること、薬害等で果皮が硬化することが原因のひとつ） 

○頂花房第1果でよくみられる頂部軟質果や白ろう果 

→ハウス内は紅ほっぺよりやや高めの温度管理を行ってください。 

→適度な葉かきで果実に光を当てる、薬剤散布後は果実が早く乾くよう工夫をするな

どして発生を抑えてください。 

→頂部軟質果や白ろう果は、出荷不可となるので注意してください。 

７． 薬剤散布 

○病害虫の密度は極力下げる 

→頂花房第１花の開花前と天敵導入前までには、防除を徹底してください。 

○薬剤の散布回数はなるべく減らす 

→薬剤散布による、奇形果や交配不良果の発生を抑えてください。 



 

○正しい農薬使用 

→使用回数、収穫前日数には十分注意して散布を行ってください。 

□ミツバチ 

・ミツバチに対して影響のない薬剤でも、農薬散布時は巣箱を外へ出してください。 

・再導入の際も薬液が確実に乾いてからにしてください。 

・浸透性展着剤（アプローチBI等）は、ミツバチの活動を長く押さえる傾向があるため

使用しないでください。 

・開花後は奇形果や交配不良果の発生を防ぐため、なるべく影響のない薬剤を使用して

下さい。 

□天敵 

・硫黄くん煙は、天敵導入後1週間後から開始してください（1日3時間以内）。 

・薬剤散布は、天敵導入後1～2週間はなるべく控えてください。 

・初期導入はスパイカルEXとスパイデックスのセットまたはトリオがおすすめです。 

セット：スパイカルEX 250cc 1本 + スパイデックス 100cc 1本 

トリオ：スパイカルEX 250cc 1本 + スパイデックス 100cc 3本 

・注文の際は納品日・種類・規格を必ずご確認ください。 

ハダニ                  ：スパイデックス・スパイカルEX 

アブラムシ              ：アフィパール 

アザミウマ・コナジラミ ：リモニカ 

アザミウマ    ：ククメリス 

火曜日午後5時迄に注文→翌週水曜日に配達 

木曜日午後5時迄に注文→翌週金曜日に配達 

※ 昨年と納品スケジュールが異なるのでご注意ください。 

※ 天候等により飛行機が飛ばない場合は延着、中止となる場合もあります。 

※ 祝日・年末・年始は納品日が変更となる場合がありますのでご確認ください。 

※ 年末・年始は貨物集中の為、納品が遅れる場合があります。 

★アリスタ天敵年内最終 ･･･ 12月20日（木）注文  ⇒  12月28日（金）納品 

８． 病害虫の防除 

□開花以降は圃場を見回り、早期発見・早期防除に努めてください 

□アザミウマ類  

○ミカンキイロアザミウマは低温に強い 

→9.2℃以上で孵化・生育ができるため、栽培初期からの防除を徹底して下さい。 

○ハウス周辺にも注意 

→雑草や花などは発生源になるので、極力なくすよう努めてください。 

○アザミウマ類は抵抗性がつきやすい 



 

→薬剤防除だけでなくホリバー等の青色や黄色の粘着板を併用してください。 

黄色 ： 害虫全般（コナジラミ類、アブラムシ類、ハモグリバエ類、アザミウマ類） 

青色 ： アザミウマ類（ヒラズハナアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ等） 

□ハダニ  

○開花前、天敵導入前までに発生を極力ゼロに 

○開花以降発生がみられた場合には初期段階で徹底防除 

→部分的にハダニの発生が見られた場合には、気門封鎖剤のスポット散布を4～5日

間隔で行い、発生初期の防除を徹底しましょう。 

○きらぴ香はハダニやその被害の発見がしにくく、薬剤もかかりにくい 

→草姿が紅ほっぺより開帳性なので、薬剤は株元まで丁寧に散布することを心掛けて

ください。 

□うどんこ病  

〇開花以降に発生が見られる場合は発生初期に徹底防除 

→使用回数制限のない薬剤のスポット散布を4～5日間隔で行ってください。 

〇結実直後は特に果実へ感染しやすいので、この時期の予防が重要 

○硫黄粒剤のくん煙処理を欠かさずに 

○感染した果実は必ずハウス外へ持ち出して処理 

※出荷開始時期が分かり次第営農販売課までお知らせください。 

※初出荷までに育苗期の防除履歴を提出して下さい。 

※作付け調査を未提出の方は至急、提出をお願いします。 



 

□定期防除（天敵利用） 

※部分的にクモの巣状に糸が張った場合は、気門封鎖剤のスポット散布を 4～5 日間隔で 2 回連続して行う。

果実の薬害に注意する。 

※全体的にハダニが増加した場合は、ダニコングかマイトコーネフロアブルを散布する。ただし、事前にダ

ブルフェースを使用している場合はダニコングの使用はできません。 

□定期防除（普通防除） 

時期 対 象 農 薬 名 回数 ミツバチ 日数 倍 率 

11月 

上中旬 

アブラムシ、コナジラミ チェス顆粒水和剤 3 1日 前日 5,000培 

ハダニ、コナジラミ エコピタ液剤 - 影響なし 前日 100倍 

11月 

中旬 

アザミウマ類、ヨトウ マッチ乳剤 4 1日 前日 2,000倍 

うどんこ病、炭疽病 タフパール - 影響なし 前日 2,000倍 

11月 

中下旬 

アブラムシ、コナジラミ ウララDF 2 影響なし 前日 2,000倍 

うどんこ病、灰色かび病 フルピカフロアブル※ 3 1日 前日 2,000倍 

※ タフパールを散布した後、フルピカを散布する場合は3日以上空けてください。 

12月 

上中旬 

うどんこ病、炭疽病 ベルクートフロアブル 2 影響なし 前日 2,000倍 

アザミウマ類、アブラムシ モスピラン顆粒水溶剤 2 1日 前日 2,000倍 

ハダニ類 コロマイト水和剤 2 1日 前日 2,000倍 

 

時期 対 象 農  薬  名 回数 ミツバチ 天敵 日数 倍率 

10月下旬

～ 

11月1週 

天敵3種同時放飼 

スパイカルEX（ミヤコカブリダニ）、スパイデックス（チリカブリダニ）、アフィパール（アブラバチ） 

11月 

1～2週 

硫黄くん煙開始（天敵導入7日以降に行う） 

※ 薬剤散布は天敵放飼7～14日は散布を控える 

11月 

3～4週 

アザミウマ類、ヨトウ マッチ乳剤 4 1日 影響なし 前日 2,000倍 

うどんこ病 プロパティフロアブル 3 影響なし 影響なし 前日 
3,000～ 

4,000倍 

12月上旬 黄色粘着板（コナジラミ対策）および青色粘着板（アザミウマ対策）の設置 

12月 

上中旬 

アブラムシ、コナジラミ ウララDF 2 影響なし 影響なし 前日 2,000倍 

うどんこ病・灰色かび病 ネクスターフロアブル 3 1日 影響なし 前日 1,000倍 

ハダニ類 スターマイトフロアブル 2 1日 影響なし 前日 2,000倍 

12月下旬 
アザミウマ類、アブラムシ モスピラン顆粒水溶剤 2 1日 影響なし 前日 2,000倍 

うどんこ病、炭疽病 ベルクートフロアブル 2 影響なし - 前日 2,000倍 


